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募　集募　集
町田市景観審議会

市 民 委 員
　任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
＝２人
※募集要項をご確認下さい。
任期８月１日～２０１９年７月３１日（２
年間）
選考書類選考のうえ、対象者のみ面
接（７月１０日予定）
申申込書と論文（テーマ＝１０年後も
町田市に住み続けたくなるような町
田市中心市街地のまち並み景観をつ
くるため、あなたができることを提
案して下さい〔１２００字以内〕）を、６
月１３日午後５時まで（消印有効）に直
接または郵送で、地区街づくり課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。応募論文は返却しません。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページからダウンロードできま
す。郵送を希望する方は、地区街づく
り課へご連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

お知らせお知らせ
ご覧いただけます

町田市公共下水道事業 
計画変更（案）関係図書
　主な変更内容は、相模原市との行
政境界変更に伴う処理区域の変更、
市街化調整区域の一部を処理区域へ
追加、下水道法改正に伴う維持修繕
に関する項目の追加についてです。
　縦覧期間中、住民及び利害関係人
は意見書を提出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間６月１５日㈭までの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場下水道総務課（市庁舎８階）、水再
生センター（成瀬・鶴見川クリーンセ
ンター）

意見書の提出６月１５日まで（必着）に
直接または郵送で下水道総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問下水道総務課☎７２４・４２９０
東京都介護支援専門員

実 務 研 修 受 講 試 験
対受験地が東京都で、対象となる資格
及び業務で一定の実務経験がある方
※詳細は、受験要項（６月３０日まで介
護保険課〔市庁舎１階〕で配布）を参
照して下さい。
試験日１０月８日㈰
申簡易書留で６月３０日まで（消印有
効）に、東京都福祉保健財団へ。
※受験要項の郵送希望者は、３８０円
分の切手（１冊分）を貼った「角２サイ
ズ」の返信用封筒を同封し、（公財）東
京都福祉保健財団ケアマネ試験担当
（〒１６３－０７１９、新宿区西新宿２－７
－１、小田急第一生命ビル１９階）へ請
求して下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６４
児童育成手当

現 況 届 の 提 出 を
　ひとり親家庭の方等を対象とした
児童育成手当を現在受給している方
に、現況届を送付しましたので、提出
して下さい（現況届が届いていない
方は、子ども総務課へ連絡を）。
　現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振込予定）からの手当が受
けられません。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
提出方法現況届に必要事項を記入し、
６月３０日まで（消印有効）に直接また
は郵送で子ども総務課（市庁舎２階、

〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※必要書類は、現況届右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
提出して下さい

児童手当・特例給付現況届
　児童手当・特例給付を受けている
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
手続き）を送付しますので、提出して
下さい（児童手当の所得限度額を超
えている方も提出が必要）。
　現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振込予定）からの手当が受
けられません。
提出方法現況届に必要事項を記入し
必要書類を同封のうえ、６月３０日ま
で（消印有効）に郵送で子ども総務課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※子ども総務課窓口でも６月３０日ま
で受け付けますが、大変混雑します。

郵送での提出にご協力下さい。なお、
各市民センター等での受け付けは行
いません。
※封筒には切手を貼付して下さい。
※必要書類は、現況届右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
町田市認定幼児教育施設在籍幼児保
護者補助金

対象施設を募集します
　市内在住の４・５歳児が在籍する認
可外の幼児教育施設のうち、町田市
で定めた基準に適合し町田市による
認定を受けている場合、児童の保護
者に対し補助金を交付します。今回、
補助対象となる施設（認定幼児教育
施設）を募集します。申請方法、認定基
準についてはお問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

６月１２日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

電話で市政情報課（☎
７２４・８４０７）へ

町田市教育委員会定例
会

６月１６日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階
会議室１０－
３～５

会議当日に教育総務
課（市庁舎１０階、☎
７２４・２１７２）へ

町田市高齢社会総合計
画審議会

６月１９日㈪午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会
議室３－１

１０人
（申し込み順）

電話でいきいき総務
課（☎７２４・２９１６）へ

町田市景観審議会専門
部会

６月２３日㈮午前
１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－３

５人
（申し込み順）

電話で地区街づくり
課（☎７２４・４２６７）へ

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時
です（６月２日は午後１時）。
問議会事務局☎７２４・４０４９

６月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容

６

２ ㈮ 本会議（提案理由説明）
５ ㈪ 議案説明会・全員協議会
７ ㈬

本会議（一般質問）
８ ㈭
９ ㈮
１２ ㈪
１３ ㈫
１４ ㈬ 本会議(質疑)
１５ ㈭ 文教社会常任委員会･建設常任委員会
１６ ㈮ 総務常任委員会・健康福祉常任委員会
１９ ㈪ 常任委員会予備日
２６ ㈪ 本会議(表決)

市
議
会
の
う
ご
き

※会議の日程・時間等は変
更になることがあります。
※本会議・常任委員会は町
田市議会ホームページでイ
ンターネット中継・録画中
継をしています。スマート
フォンやタブレット端末で
もご覧いただけます。
【ツイッターで情報発信】
ツイッターアカウント名＝
町田市議会（町田市公式） 
＠machida_gikai

議会を傍聴しましょう

【転換期の公共サービス　新たな
かたちとは】
　２０１６年度の研究報告ととも
に、土堤内昭雄氏（ニッセイ基礎研
究所）による基調講演「人口減少社
会に向けたパラダイムシフト」、土
堤内氏と市川宏雄所長（明治大学
専門職大学院ガバナンス研究科

長）、市長を交えた対談を行います。
日６月１９日㈪午後６時～８時３０分
場町田市民フォーラム
定５０人（抽選、落選者のみに連絡）
申６月１２日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７０６０１
Ｄ）へ。
問企画政策課☎７２４・２１０３

　市では、「町田市公共施設再編計
画」策定に向けて、これからの時代
にふさわしい公共施設・公共空間
のあり方について検討しています。
　これからの公共施設のあり方に
ついて、右表の日程で説明会を開
催します。
　直接会場へおいで下さい。
○内容　①町田市の公共施設の現
状・課題／②再編に向けた考え方
問企画政策課☎７２４・２１０３

説明会会場一覧
日　時 開催場所

６/２４㈯ 午後２時
~４時 なるせ駅前市民センター

６/２６㈪ 

午後７時
~９時

南市民センター
６/２７㈫ 木曽山崎コミュニティセンター
６/２８㈬ 忠生市民センター
６/３０㈮ 堺市民センター
７/３㈪ 玉川学園駅前コミュニティセンター
７/４㈫ 鶴川市民センター
７/５㈬ 馬場さくら会館
７/６㈭ 野津田公民館

７/７㈮ 午後２時
~４時

市庁舎２階市民協働おう
えんルーム

　５月１３日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発展
に貢献され、市民の福祉の向上にご
尽力いただいた個人や団体、１０５人
の方々を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次のと
おりです（敬称略、順不同）。

【自治功労】
おく栄一／三遊亭らん丈／いわせ和
子／山下てつや／市川勝斗／河辺康
太郎／戸塚正人／髙梨敏／宮之原和
彦／西田光寿／名地史明／大野忠政
／萩生田幸雄／荻野家康／齋藤新一
／鎌田勝／伊藤日出男／伊東友俊／
森健／石山実／吉川嘉一／山下一夫
／岡本和夫／佐藤光男／諸墨淳人／
大津哲夫／加納浩

【一般表彰】
市邉弘美／豊川達記／望月彰／井上
重夫／小川陽子／金子美惠子／神藏
喜代治／佐藤惠美子／関口英男／髙
橋京子／野田二三男／藤崎信子／外
山妙子／中村郷子／道地勝子／志水
勇祐／髙尾英幸／杉井哲也／橋本紳
一朗／五十嵐章／池田隆／岩田忠人

／田所孝一／𠮷川啓二／関 男／島
﨑博隆／安部克浩／小松雄士／福谷
昌紀／大谷英二／金森第１１住宅第２
自治会自主防災隊／金森第１１自治
会自主防災隊／エステアベニュー鶴
川代官山自主防災隊／木曽町下横町
内会自主防災隊／伊藤久雄／森崎達
郎／安諸一郎／一般社団法人町田サ
ッカー協会／町田市ソフトボール連
盟／町田市なぎなた連盟／伊藤剛／
河野章子／篠原まさ子／松田兼男／
翔／パッチワークキルト研究会／町
田エイサー青海波／町田フィルハー
モニー合唱団／石橋隆子／落合正之
／園曽八重子／小島寔／志賀耐子／
芝徹／鈴木昭男／竹尾信𠮷／友田昭
博／宮本博志／榎本真幸／桐生敏子
／小宮長治／小森正彦／中溝孝夫／
藤牧素子／太田克巳／加賀谷貞子／
加藤喜美／宮川美惠子／ザ・フレン
ドシップ・フォース・オブ・西東京／
株式会社ギオン／青野覚／今井泉／
尾﨑浩／坂下台嚴子／須藤一郎／早
田日出一・早田敦子／横尾忠則／渡
辺豊重

町田市表彰式　自治功労者などを表彰しました
問秘書課☎７２４・２１００

コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交 付 サ ー ビ ス を 停 止
　システムメンテナンスのため、
コンビニエンスストアでの証明書
自動交付サービスを６月１４日㈬午
前６時３０分～午後１１時に停止し
ます。
※コンビニ交付サービスの再開は、
６月１５日㈭午前６時３０分からです。
問市民税課☎７２４・２８７４

開催します～町田市未来づくり研究所　研究報告会

これからの公共施設のあり方について　市民説明会を開催します


